
北海道かにグルメでアフィリエイト！？ 
 

  

                                                              
 

これがほったらかしで稼ぐ 

驚異の７ティアの秘密！ 
作成 2009 年 9 月 1 日 

                                         

このレポートは予告なく改訂します。 

このレポートは常に最新のものをご利用下さい。 

 

 

 
レポート作成者 新一 

 
 



 考える時間を創ろう„創ろう‟ 

- 2 – 
Copyright (C) 2009 新一プロフィール. All Rights Reserved. 

はじめに 

【推奨環境】 

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は最

新の AdobeReader をダウンロードしてください。„無料‟ 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

【著作権について】 

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

 

このレポートの著作権は作成者に属します。 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段にお

いても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、こ

の商材の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転

売等することを禁じます。  

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行っ

た時は、関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず

法的手段による解決を行う場合があります。 

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者

は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権

利を有します。 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な

情報等がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責

任を負わないことをご了承願います。 

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきまして

も、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことを

ご了承願います。 

 

 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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■規約の確認のお願い 

最近、規約が問題となっています。下記に掲載の情報をご利用する

場合は、ご自身で該当する規約をご確認下さい。また規約は随時変

更されます。常に最新の規約を確認するようにしてください。 

 

■免責について 

このレポートの内容は、必ずしも成果・報酬を保障するものではご

ざいません。実行するにあたり、自己責任でお願い致します。 

また、本冊子により発生したいかなる損害、トラブルについて一切

の責任を負いません。 

 

■このレポートの作者のプロフィール 

 → プロフィール 

 

 

「マガジン ID：0000240809 考える時間を作ろう（創ろう）」 

メルマガ登録先  http://www.mag2.com/m/0000240809.html 

 

 

■発行者情報 

運営統括責任者名：八木信彦„新一‟ 

 

 

http://aaa-mall.com/sinniti.html
http://www.mag2.com/m/0000240809.html
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第１章：北海道グルメでアフィリエイト 

 

（１）ほったらかしで稼ぐ 

アフィリエイトでブログを作るなんて、初心者にとっては

訳の分からない作業ばかり。 

 

 

私のところにも、楽天アフィリエイトでアフィリエイトリ

ンクの貼り方が分かりません！ 

って相談メールが来ます。 

 

 

正直、貼り方やり方は楽天のサイトを見れば書いてあるん

ですけど・・・ 

 

でもの質問 

アフィリリンクをどうやって貼るの？ 

 

おそらくこれからも届くことでしょう。 
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でも、このリンクの貼り方をクリヤーしても 

まだまだ乗りこえるべき作業は沢山ありますよね？ 

 

 

もしも、もしもですよ。 

自動でサイトを更新してくれるアフィリエイトがあると

したら 

おもしろいと思いませんか？ 

 

 

もし、簡単な登録だけであとはほったらかしでサイトが自

動で更新されるとしたら、これほど楽だとは思いません

か？ 

 

 

正直サイトの運営はできないけど、ブログの記事なら書け

るんだけど・・・ 

あなたもブログなら書けますよね？ 
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実は、ここにあるアフィリエイトがあります。 

 

まず、これを見て下さい。 

北海道グルメ全自動更新＆７ティア報酬！「北海道グルメ大使ＨＰ」 

 

（２）自動更新の手間いらず 

実は、先ほどのサイト 

 

自動更新で運営出来るんです！ 

 

http://aaa-mall.com/kani7.html
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この意味分かりますか？ 

商品を入れ替えたり、リンク切れを気にしたり 

そんな面倒な事をしなくてもいいんです！ 

 

 

素敵だと思いませんか？ 

 

 

忙しい主婦のかたやお仕事が忙しくてなかなかサイトの

メンテナンスができない！って方は、素敵だと思いません

か？ 

 

 

そして、このサイト 

見てご覧の様に北海道グルメの通販サイトです。 

 

 

このサイトが自動で更新されます！ 

 

 

あなたがすることは？ 
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このサイトにお客様を集めるだけ。 

 

そしてあなたのサイトから売れると、もちろんあなたの報

酬になるんですが、 

実はもっとすごい仕組みでこのほったらかしサイトは運

営されています！ 

 

第２章：驚くべき７ティアシステム！ 

 

 

（１）7 ティアシステムの全貌 

普通、アフィリエイトで２ティアは良く聞きますよね？ 

 

 

で、７ティアって聞いた事ありますか？ 

 

7 ティアの報酬の仕組みは次の通りです！ 

 

 

●あなたサイト経由で売上げが発生した場合、 

その金額の１２％が、報酬になります。 
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そしてさらに、 

●２ティアさん達の全ての売上額の５％、 

●３ティアさん達の全ての売上額の３％、 

●４ティアさん達の全ての売上額の２％、 

●５ティアさん達の全ての売上額の１％、 

●６ティアさん達の全ての売上額の１％、 

●７ティアさん達の全ての売上額の１％ 

これらが全てあなたの報酬になるシステムが７ティアの

仕組みです！  

 

 

 

 

 

 

（２）クッキーはなんと 

アマゾンのクッキーは何日ですか？ 

楽天のクッキーは何日ですか？ 
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この「北海どんどん通販」のアフィリエイトのクッキーは、 

なんと 365 日！ 

 

 

つまり、あなたのサイトを訪れてクッキーが上書きされな

かったら 365 日目に商品を購入されてもあなたの売上にな

るということです！ 

 

 

この意味おわかりいただけますか？ 

 

 

とんでもなく凄いということです„笑‟ 
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第３章：始め方 

 

 

（１）サイトをレンタルする仕組みです。 

北海道グルメ自動更新＆７ティア報酬付きアフィリサイ

ト～ 

北海道グルメ大使ＨＰ 

 

あなたは、このサイトを毎年更新してレンタルする仕組み

となります。 

レンタルサーバーならぬ 

かにサーバー„笑‟ 

 

 

（２）レンタルする方法 

 

まずこちらからこのサイトの権利を購入します！ 

 

 

楽天アフィリエイトとちがい自動更新ですが、その維持管
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理等に 

お金を支払う有料の会員登録のような仕組みです。 

 

 

一番最初は、こちらを購入することでサイトの１年使用の

権利が得られます。 

北海道グルメ全自動更新＆７ティア報酬！「北海道グルメ大使ＨＰ」  

 

現在の価格は、上記をご覧下さい。 

2009 年 9 月 1 日の時点で、先行販売からすでに２度、値上

げされています。 

今後も値上げがされると思います。 

 

早いものほど得をするということです。 

 

あとはこのレンタル代というか、あなた専用のサイトの権

利を毎年、更新料という形で 2800 円„1 サイトに付‟支払

うことで得られます。 

 

 

http://aaa-mall.com/kani7.html
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ですから、毎月換算する、233 円程度を稼げば、少なくと

も利益が出せるということです。 

 

はい。ここまで読んでやる気が無くなった方がいますね？ 

 

 

実はここなんです！ 

無料ブログで楽天アフィリエイトもやらない人は、 

お金を出してまでますやりません！ 

 

 

ですよね？ 

 

 

実はここが狙い目です。 

あまりみんながやらないからこそ、稼げる確率が増えるの

です。 

ＰＰＣ商材は、今でこそ売れていますが、数年前なんてい

まほど商材も売れないし、やる人も少なかったのです。 
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ところが今は？ 

 

 

 

あのひとも、この人もＰＰＣ、ＰＰＣって言ってます。 

なぜだかお分かりですか？ 

 

それはＰＰＣは広告料がかかるなら、初心者の人はほとん

どやらなかったんです。 

で、みんながやらないときにＰＰＣをやった人はどうなっ

たか？ 

笑 

 

 

稼げる人がどんどんでてきて、みんな成果を披露し始めま

した。 

 

 

それをみて初めて初心者の人や、以前あきらめた人が 
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「しまった！」 

って思ったんですね。 

 

 

「あのときやっとけばよかった！」 

って後悔して、やっとやり始めたんですね。 

 

 

でも、前からやっているかたはノウハウも蓄積されてきた

から、 

安定して稼げる人、大きく稼ぐ人がさらにでてきました。 

 

 

もし、この 

北海道グルメ全自動更新＆７ティア報酬！「北海道グルメ大使ＨＰ」  

をここであきらめたらＰＰＣと同じになりませんか？ 

 

 

最初は商材を購入しないといけませんが、それは１年目の

サイト運営料、登録料？商材代？が含まれているから少し

高いですが、もし本気で稼ぐ気があれば、挑戦してみませ

http://aaa-mall.com/kani7.html
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んか？ 

 

 

どうせ初心者のかたは、ほとんど誰もやりません。 

というか、中級以上のかたはこの価値がわかるので、始め

られます。 

ＰＰＣのときみたいに。 

 

 

 

でも、 

この北海道グルメ全自動更新＆７ティア報酬！「北海道グルメ大使ＨＰ」

は 

自動更新のほったらかしです。 

 

 

ほんとうは初心者の人にこそ向いているシステムだと思

うのですが。 

私だけでしょうか？ 

 

 

http://aaa-mall.com/kani7.html
http://aaa-mall.com/kani7.html
http://aaa-mall.com/kani7.html
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あなたはＰＰＣのときのようにやらずに後悔して 

あとから慌ててやるタイプでしょうか？ 

 

 

それともやるタイプですか？ 

 

 

やってみたいって思った人は↓ 

 

第４章：登録手順 

 

 

登録の流れ 

こちらから北海道グルメ大使ＨＰを購入して 

北海道グルメ全自動更新＆７ティア報酬！「北海道グルメ大使ＨＰ」  

 

 

① アフィリエイター登録を済ませる 

② サイトの設定が終わるのを待つ„この間もアフィリエ

イトできます‟ 

③ 設定が完了したら、メール等で告知する 

http://aaa-mall.com/kani7.html
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以上です。 

 

たったこれだけで完了です。 

 

もちろん、報酬を振り込んでもらうため、金融機関への振

り込みなどの登録は必要です。 

 

 

まあ、報酬がいらない人は登録しなくても良いんですけど

^^; 

 

その後、サイトのメンテナンスなどは、 

実はやることはほとんどありません！ 

 

 

自動ですから„笑‟ 

そのための登録料？ 

 

ちなみに規約はちゃんと必ずお読み下さいネ。 

 

 

それと登録してからサイトが設置されるまで、1～3 日程度
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かかりますが、 

わたしの場合は、夜に登録したら、翌日設置されました。 

 

 

あとは設置されたあなた専用の通販サイト 

 

 

このサイトにメールやブログで記事を書いてアクセスを

誘導するだけです。 
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もちろんＰＰＣで誘導してもＯＫです。 

分かると思うけど^^; 

 

 

 

（２）あなた専用の通販かにサイトのメンテナンス 

なんどもいいますが、自動なのでやることはありません。 

 

これらはあなたがやる必要は基本的にはありません。 

私はまだ一度も何もしていません。 

 

■サイトの更新も全自動 

■集客も全自動 

■販売もフォローも全自動 

■あなたの傘下のアフィリエイター募集も全自動 

■販促メルマガも全自動送信 

■無料レポートの発行も全自動 

 

完全全自動とは書かれていないので、 
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今後何かやることがあるか分かりませんが、 

Html とか css などの設定をする必要はまずないでしょう。 
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第５章：まとめ  

 

 

（１）特徴のまとめ 

 

●あなた専用の【北海道のグルメのサイト】が自動で運営

されます。 

●驚異の７ティアシステム！ 

●クッキーは最大 365 日 

 

 

ちなみに２ティア以降の人が、インフォグローバルから登

録された場合と“かにサイト”から登録された場合では、

報酬が変わります。 

ここは注意が必要です。 

 

まあ、サイトの権利を購入してから考えればいいことで

す。 

これくらいで特徴はいいでしょうか？ 
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実はまだあるんですが^^; 

 

さらに詳細や先ほどの注意などを知りたい方、 

気になる方は、メール下さい。 
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最後に 

 

のちほど、このレポートをダウンロードされた方に、 

私のメールマガジンへ代理登録させて頂きますが、 

 

最近 Yahoo!でも自分のメルマガが迷惑フォルダに入って

驚きました！ 

そんなに迷惑な記事を書いてるのかな„涙‟ 

迷惑フォルダに入らないようにがんばりますが、念のため

下記のように設定すると、安全です。 

 

                      重要です！ 

      メールが迷惑フォルダーに入っていた場合 

プレゼントや重要なお知らせが届かない場合がございますので、 

迷惑フォルダに入らない設定をお願い致します。 

 

                   設定はこちらから 

                   http://46mail.net/     このページの運営者 上野氏 

http://46mail.net/
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■レポート作成者   ：新一 

■ブログ         ：http://aaa-mall.com/livedoor.html 

■相談等はこちら ：http://aaa-mall.com/mail.html 

■メルマガ       ：考える時間を作ろう„創ろう‟  

メルマガ登録先 ：

http://www.mag2.com/m/0000240809.html 

 

 

 

最後までお読み頂きまして、 

有り難うございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aaa-mall.com/livedoor.html
http://aaa-mall.com/mail.html
http://www.mag2.com/m/0000240809.html
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↑                       ↑ 

なお、ここからは、あなたへ提案です！ 

 

このレポートは、私のアフィリエイトリンクで紹介してい

ます。 

 

 

 

 

ところが、パンデミックというツールを用いると、 

私のアフィリエイトリンクをあなたのリンクに 

自動で張り替える事ができます！ 

 

 

 

 

つまり、 

張り替えたレポートを配布すると、そこから売れると、 

あなたの報酬になります！ 

 

 

まだインフォグローバルに登録されていない方は、こちら
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のレポートを参考に登録されて下さい。 

→ インフォグローバルの登録手順レポート 

登録されましたら、 

まず、 

 

こちらの商品名“北海道グルメ全自動更新＆７ティア報酬！

「北海道グルメ大使ＨＰ」“で検索してアフィリエイトリンク

を取得して下さい。 

 

次ページ参照 

http://aaa-mall.com/asp1000.html
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リンクを生成をクリック 

 

そして、メールマガジン用のリンクをコピー―します。 

 

 

 

 

 



考える時間 

 

そして、所定の空欄に記入して メールマガジン用のリン

クを下記のアフィリエイトリンクに入れて下さい。 

実際はこちらからダウンロードします。 

http://aaa-mall.livedoor.biz/archives/51268226.html 

下記は説明用画像です。 

 

 

http://aaa-mall.livedoor.biz/archives/51268226.html


 

 

あとはダウンロードするだけです。 

これをあなたが配布すると、そこから売れるとあなたに報

酬が入ります。 

 


